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土壌汚染リスクと環境保険

AIU保険会社
大岡健三

2004年9月14日
愛知芸術文化ｾﾝﾀｰ

土地汚染ﾘｽｸのｲﾝﾊﾟｸﾄ

• 規制,民事,刑事　（法律）

• 財務上の問題　（会計）

• 対外問題・社会的問題　

• 環境地質の解析（調査の限界）
早期発見＆早期対策が決めて！
環境保険等によるﾘｽｸﾍｯｼﾞ活用



2

M製薬土壌汚染の事例

• M製薬はD社に跡地半分を１２億円で
売却、残りに自社ビルを建設予定

• 売却部分からVOC汚染が判明　
–基準の３万３千倍のトリクロが検出

• マンション建設の予定だったD社は購
入契約を解除

M製薬土壌汚染の原因

• H13年にVOCと水銀・砒素を検出

• H15年2月に調査結果を公表
• M製薬工場跡地の主たる汚染は隣接

地のM金属工場(跡)由来と判明

• 水銀等はM製薬の操業に起因と推定
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第三者に与えた損害の賠償

•工場跡地の土壌汚染拡大を訴因
として不動産評価額が下がったと
いう提訴　（関西や東北）

•福島県でも井戸水汚染で、健康
被害がないにも拘らず環境基準を
超過している事実をもって住民に
慰謝料等の支払を命じる判決

土地の売買に伴うトラブル

•土地が汚染されていた場合には、売
却した企業は買収した企業から契約
を解除され、もしくは損害賠償や原状
回復を求められるおそれ。

•土地売買や担保設定の場合に、その
土地が汚染されているかどうかはあ
らかじめチェックしておく必要がある。
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減損会計
＆

汚染土地

減損会計

• 2004年の３月期決算から早期適用が
認められ、2005年度から適用になる
減損会計

• 正味売却価額や、使用価値によるディ
スカウント・キャッシュ・フローを見積る
場合には、土壌汚染の有無や影響を
見積りに反映させる必要がある。
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汚染土地特損の実例

• T社、土地契約の契約白紙　　　　　
　　　特損１４２億円

• T社は、２００２年に売却した土地で有
害物質が検出 されたため、売買契約
を白紙に戻した。

• ２００４年３月期に １４２億円特損

T社の特別損失の内訳

• この土地でマンション建設を進めてい
た売却先のT不動産、M商事、S開発
の３社に対する 賠償金が４３億円

• 土壌改良費５０億円
–２年程度かけて土地改良

• 土地評価損４９億円を計上

２００４年３月１日　日経金融新聞など開示情報
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例）自社産廃処分場有の工場跡地

地価公示価格?　不動産グループの将来収益?
　

年度 地価 浄化費用　差額　　　　

１９８５ １００億円 １０億円 ９０億円

２００５ 　５０億円 ２０億円 ３０億円

２０１０ 　２０億円 ５０億円　－３０億円？

仮に100の評価額が半減した場合
汚染土地:有形固定資産B/S変化

資産１００　VS　　負債８０

（土地取得原価） 資本２０

資産　５０　VS　　負債８０

汚染土地－５０　　　　資本－３０
（P/Lは５０特損　減損処理で債務超過？）
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汚染調査や汚染判明の契機

１）移転・跡地再利用による自主的調査

２）条例・要綱等に基づく土壌調査
３）水質汚濁防止法による行政の常時監視

や立入検査等による地下水汚染

４）土地購入者からの要請による調査
５）環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑとして汚染調査

ISO14015　環境ｻｲﾄｱｾｽﾒﾝﾄ
他に住民からの苦情や住民による調査で発覚

汚染原因
•不適切な取扱に起因する汚染

– バルブや弁の操作ミス、タンク/配管作業ミス、
搬入搬出時の漏えい等

•施設や設備の破損や劣化、腐食等
– パッキン/弁の劣化、ジョイント破損や腐食、故

障や地震による破損等

•汚染物質を含む排水の地下浸透

•廃棄物の不適切な管理や処理処分
•建設残土や汚泥等に含有される汚染
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H１２ H11

廃棄物の埋立処分

不法投棄
残土の埋立処分

排水の地下浸透
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図1.1.重金属の土壌汚染原因行為
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図1.2.VOC土壌汚染の原因行為
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有害化学物質対策(製薬)

•欧米の規制物質や遺伝子などにﾏｲﾅｽ影響
を及ぼす可能性のある物質をﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

•新製品開発や製造ﾌﾟﾛｾｽ変更時に即反映
•有害物の使用停止や削減、代替物質

•製品や容器が廃棄され場合の環境負荷
•包括的な排水や排気による周辺環境への

汚染防止対策にも力を入れている。

土壌汚染対策(製薬)

• 原因：有害化学物質の不適切な取り扱い、地下
タンクや地下配管等からの有害化学物質によ
る漏えい頻度が多い。

• 対策：
– 石油類や有機溶剤、廃液などのタンク/配管地上化

– 沈殿池や油分離槽の点検強化と漏れ防止策
– 作業プロセスごとの排水及びジョイント部分からの

漏えい防止策、さらに防液堤の容量増強と耐水補
強などにも配慮
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汚染事故の訓練(製薬)

• 汚染事故を想定した定期的な訓練

• 有害化学物質保管施設から汚染物質
が漏えいした場合を想定し、水道水を
実際に大量流出させて影響度をﾃｽﾄ

• 雨水浸透舛を含む屋内排水システム
や屋外排水路での流出状況をモニタ
ーし必要な汚染予防対策を検討

地下配管･地下ピットの地上化

•地下配管や地下ピット禁止

•過去に設置した地下配管や地下ピッ
トは地上化　（有害物の埋立て跡）

•モニタリング井戸定期的確認

•地下ピットは定期的に点検
•配管の破裂や亀裂からの有害化学

物質の漏洩防止
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　土壌汚染対策法
　　

時価会計 と土地売買前調査

なぜ今環境サイトアセス？

汚染はどこまで拡散するか？

地下水汚染の概ねの到達距離（環境省）

• VOC 　　　　　　１０００ｍ
• 六価クロム 　　　　　　　　５００ｍ

• 砒素、フッ素、ホウ素　　　２５０ｍ
• シアン、カドミ、鉛、水銀　

　　セレン、その他農薬等　　８０ｍ
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フェーズⅠサイトアセスメント
• 現場と周辺の特徴

– 地質、上下水･排水、河川、地下水の利用等

• 土地の過去、現在の利用法
– 有害化学物質や廃棄物の使用保管歴含む

• 隣接地の現在と過去の土地利用

• 過去と現在の各種地図や航空写真
• 行政機関との関係や法などの遵守状況

• 現地調査とヒアリング

米フェーズ・ワン・サイトアセ
スメント規格策定の目的

• 土地評価や不動産売買の際に標準
化した環境サイトアセスメントを実施

•調査規格は、不動産に関する複雑な
土壌汚染訴訟の予防手段として活用

•汚染されていないきれいな土地と潜
在的な汚染土地とを選別する手法
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土壌汚染
＆

法テク

法テク予防策

•土壌汚染対策法は土地取引や所有す
る不動産の評価価値まで影響が波及

•地方銀行が一定条件の汚染土地の担
保価値をゼロとする方針を公表

•汚染行為の寄与率や過失有無に関係
なく現在の土地所有者に調査･浄化対
策措置など土壌汚染対策法上の厳しい
責任がかかることが背景
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賃借する土地の汚染

・土地を借りる前に汚染有無をチェック

・返却：原状復帰義務の範囲や調査方法を
予め決めておく

・工場閉鎖 ：土地を返却する際に、自社専
用の産廃埋立跡地や焼却炉、地下タンク
等は問題となるケースが多い。

・不明な点は書面で確認し、その記録を保
管しておくことが将来の紛争予防になる。

土地の購入と会社分割

・土地を購入する前に汚染有無をチェックす
ることは常識

・2003年改正の不動産鑑定基準でも土壌汚
染は地価を決める重要なファクター

・調査でもカバーしきれない汚染リスクに関
しては売買契約書において将来発生する
汚染調査や浄化費用負担について責任を
明確化

・その履行能力の確保についても要検討
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企業の買収

土対法等の対応として必要な検討項目

a. 土壌地下水汚染を加味した鑑定や調査
b. ボーリングや分析など詳細調査、保険の

費用負担　（汚染の可能性がある場合）

c. 汚染除去や拡大予防などの措置費用(現
在及び将来)及び担保価値評価

d. 汚染発覚や浄化措置等により生じる操業
停止などの損害、その他項目の責任

復習：土壌汚染リスクとは？
• 物理化学的な土壌や地質の汚染

– 地層汚染、地下水汚染、空気汚染

• 健康被害リスク
– 地下水飲用、汚染土などの直接摂取

• 生活環境侵害、自然環境や生態系破壊

• 汚染土地の問題
– 自己所有地、賃借、隣接土地に与える影響

– 汚染調査、地価、土地利用制限、汚染対策
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AIUの環境保険

環境汚染賠償責任保険の特徴・メリットとは環境汚染賠償責任保険の特徴・メリットとは------

【行政命令等による汚染浄化費用も対象】

　法令【注】の規定によって支出を命じられる土壌・地下水
などの浄化費用も環境保険の対象

【注】「法令」とは特に指定が無い場合「公害防止事業費事
業者負担法」｢水質汚濁防止法｣｢土壌汚染対策法｣

【突発性/蓄積性汚染も補償の対象】

従来の施設賠償保険では補償できなかった蓄積性汚染
など徐々に進行する汚染も補償の対象。
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環境汚染賠償責任保険の特徴・メリットとは環境汚染賠償責任保険の特徴・メリットとは------

【住民対策としての機能】

　公害防止協定や環境保全協定で規定されてい
る損害賠償資金の確保の手段として環境保険が
役に立つ。高額の賠償資金を保険会社が第三者
の立場で補償。

n発生時期・損害額が‘不確実’な「環境汚染」に対し環境
保険は「財務プロテクション」となる。

n環境保険に加入できるということは、保険会社が第三
者の立場で客観的に優良な施設であると判断した、とい
う効果を得ることも可能！

今後留意すべきﾌｧｸﾀｰ
1. 土対法規制外の生活環境や自然環境

2. 油や環境ﾎﾙﾓﾝ等未規制物質の汚染
3. 非意図的生成物の存在

4. 汚染残土で造成された工場敷地

5. ひ素や鉛など自然由来の土壌汚染
6. 廃棄物埋立跡や有害物質の地下浸透

7. 地下タンクや地下配管からの漏洩
8. 海外規制や今後規制される有害物質
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汚染リスクのまとめ

• 所有土地の時価評価、隣接地ﾘｽｸ
• 不動産売買の際に汚染チェック
• 近隣住民＆地下水汚染
• 生活環境侵害で賠償請求
• 技術の向上と汚染浄化の失敗
• さらに厳格化する環境規制

–情報収集と汚染予防


